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オンリーワン大賞 優秀賞

月頃予定

万円分商品券
副賞

（各部門から1点  計5点）

リフォーム現場で当社商品を効果的に取り入れた施工例
※リフォーム前、リフォーム後の画像必須。同じアングルで撮影してください。

庭まわりを中心に当社商品を取り入れ、休日はお家で過ごしたくなる空間の施工例

当社商品を取り入れデザインしたプランニング（実現場でなくても構いません。自由設計してください。）
手書き又はCADによる立面図（パース）＋平面図（文字が読める様、2000ピクセル以上でお願いします。）

オンリーワンクラブHP並びに各業界
紙上にて審査結果を発表いたします。

万円分商品券
副賞

＋賞状楯＋記念品＋パネル

＋賞状楯
＋パネル

入選（若干数） 佳作（若干数）

万円分商品券
副賞 ＋賞状

優良賞（各部門から2点 計10点）

万円分商品券
副賞 ＋賞状楯

＋パネル

入賞された方には記念
品をお贈りいたします

• ご応募いただいた施工例写真の版権はオンリーワンクラブに帰属するものとし、写真、データ等は返却いたしません。予めご了承ください。
• 応募作品については、肖像権（人物・建築物・美術品・商標など）、プライバシー権を侵害する事のないように注意してください。
• 施工例写真、図面（プラン）、映像はコンテストの後、オンリーワンクラブ各カタログやホームページ、SNS、チラシ等の販促物や・展示会業界誌等に掲載活用させいただく場合があります。
• 必ず、お施主様•関係各所にこ了解をいただいたうえで、こ応募頂きます様お願いします。事前の了解が無い 場合、各種販促物掲載後にトラブルが発生する恐れがあります。
• 個人、企業、団体などを中傷する内容やプライバシーなどを侵害する内容は、事務局による事前審査の段階で審査外といたします。
• 政治目的、宗教勧誘などの宣伝又は勧誘を意図する内容は、事前審査の段階で審査外といたします。
• 応募作品の権利関係者間におけるトラブルについては、事務局では一切関知いたしません。
• 応募作品に関して、第三者の権利侵害が認められた場合、その他の理由により問題が発生した場合、その責任は全て応募者が背負うものとし、受賞作品であった場合はその賞を無効とし賞金を変換するものとします。
• 入賞作品や優秀作品はプロカメラマンによる再撮影をお願いする場合がこざいます。その際はこ協力をお願いいたします。

その他の応募に関する注意事項
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DesignContest2022

【推奨ファイル形式】
MP4(MPEG - 4 Par t 14)を
推奨。その他にMOV (Quick
TimeMovie)も作成可能です。
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応募対象
エクステリア販売店様、設計事務所様
プランナー様等

応募方法
オンリーワンクラブHPより直接ご応募
ください。

表彰式
オンリーワン大賞、動画大賞、優秀賞、
優良賞の受賞者は、第 15期事業方針
発表会にて表彰いたします。

入賞特典

ファサードを中心に門まわりから車庫まわりまで当社商品を効果的に取り入れた施工例

応募部門
▪ファサード部門

▪アウトドアリビング部門

▪リフォーム部門

応募要項はこちら
https://www.onlyoneclub.jp/business/
contest_2022/

応募フォームはこちら
https://onlyoneclub.skr.jp/design2022/

オンリーワンクラブHPはこちら
http://www.onlyoneclub.jp/

※ご応募の際は、注意事項をよく読んでご応募願います。

動画部門の応募方法

①YouTubeに動画をアップロードする（下記参照）

※動画部門は、下記のいずれかの方法により応募ください。

作成した動画を、ご自身のYo uTu b eアカウントに
アップロード後、その動画のURLと必要事項を応募
サイトに入力してください。（限定公開でお願いします）

②オンラインストレージを利用する（ギガファイル便など）

▪プランニング部門

オンリーワン商品を効果的に取り入れたエクステリア空間
※他部門への同時応募が可能です。
※動画の長さは30秒以上3分以内の映像作品としてください。
※スマートフォンで作成した動画も応募可能です。
※動画ファイルは30MB以下に編集してください。

▪動画部門

写真の撮影時は、真正面の構図だけでなく、いろいろな角度、アングルから撮影してください。 

Norimasa
Furuhashi宮後  浩

（株）コラムデザインセンター
代表取締役  ｜  芸術学博士

審査委員長 副審査委員長Profile

多摩美術大学卒業後、建築設計
事務所勤務を経て、19 7 2年建築
デザイン事務所としてコラムデザ
インセンターを開設。

2011年春の叙勲で瑞宝単光章受章
(株)コラムデザインセンター
代表取締役

(株)コラムデザインスクール
学長

芸術学博士

大阪府首席技能検定委員
「緑のプレゼンテーション」
はじめ著書多数

古橋  宜昌
有限会社エクスプランニング  
代表取締役  ｜  一級建築士

Profile

個人住宅から商業施設まで外部
空間専門の設計デザイン事務所
を主催。設計業務の傍らコンサ
ルティング、専門学校やプロ向け
セミナーの講師も行っている。

一級建築士・一級造園施工管理
技士・一級土木施工管理技士
エクステリア&ガーデンアカデ
ミー青山校  校長

JE X A日本エクステリア設計協会
会長
(一社 )犬と住まいる協会理事
兼エクステリアアドバイザー
JAG日本ガーデンデザイナーズ協
会会員

Hiroshi
Miyago

過去のコンテスト授賞式

オンリーワン動画大賞

万円分商品券
副賞

＋賞状楯＋記念品
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2021年  受賞作品

：クラフトレッジ  ／  ハーヴェストブラウン使用商品

審査委員長コメント
設計意図通り和風庭園のなごりを上手に残しながら、技
能的かつ和風庭園ともマッチした自然風景に溶け込ん
だ空間に変わりました。ここで過ごされる時間が増え、
ゆとりのある生活が期待されます。

リフォーム部門
TAKUMI GARDEN

平田  智彦  氏  ｜  奈良県

日頃よりオンリーワンクラブ商品をご愛顧いただき、心より感謝申し上げます。
昨年に引き続き「オンリーワンクラブデザインコンテスト2022」を開催いたします。
さらに昨年度から初めて開設した「動画部門」も加わりました。
皆様が撮影した魅力溢れる作品の投稿を心よりお待ちしております。DesignContest2022

オンリーワン大賞

ファサード部門
鐘商株式会社
冨士  直弘  氏  ｜  大阪府

優秀賞

Before

：フォレストヒルズ  ／  アートモザイクスクエア
  オールドブリック  ／  スリットフェンスボタニ
  カルtype01-1 ／  プリモスポットライト

使用商品

審査委員長コメント
軽快な音楽に乗せてお庭で遊ぶ子供、それをやさしく見
守るお父さん、花壇の手入れを楽しんでいるお母さんの
のどかな休日の雰囲気が伝わってくる動画ならではの作
品です。動画の中とエンディングに商品名を入れるなど
手の込んだ作りになっています。

動画部門
スケープデザイン
北海道合同会社
白石  博顕  氏  ｜  北海道

オンリーワン動画大賞

2022年
カタログラインナップ

マテリアルエクステリア＋ネームプレート

MovieAfter

プランニング部門
有限会社  シンセイ産業（e - garden)
中村  穂高  氏  ｜  福岡県

優秀賞 動画部門
エクステリアデザイン  ico i
岡田  富宥子  氏  ｜  愛知県

優秀賞

アウトドアリビング部門
株式会社  マルカン
山川  郁子  氏  ｜  三重県

優秀賞

植木と抜け感のある構造物で
軽快なエクステリアを演出する

前回の入賞作品につきまして
は、オンリーワンクラブHPの
「第17回デザインコンテスト審
査報告」よりご覧いただくこと
ができます。

各入賞作品について

ガーデン＆リビング


